
        

VIRTUAL MINISTERIAL POLICY DIALOGUE ON FOOD SECURITY  

STATEMENT ON COVID-19 

 

1. We, the APEC Ministers, and high-level representatives responsible for food 

security, met virtually on 27 October 2020 for a Ministerial Policy Dialogue on Food 

Security. We welcomed the attendance of the APEC Business Advisory Council 

(ABAC) and private sector representatives. 

 

2. We express our deepest condolences and sympathies in relation to the COVID-19 

pandemic and its impact on lives, livelihoods, food security, agriculture, 

aquaculture and fisheries, including the food supply chains in the region. This 

pandemic has not only threatened the well-being and safety of all people but also 

disrupted the global economy, trade and industries.  

 

3. We are aware that everyone including farmers, fishers, food producers, and 

consumers remain vulnerable to disruption in production processes, labour force, 

supply chains, trade and markets as a result of the pandemic. We acknowledge 

on-going efforts by economies in combating the spread of COVID-19, as well as 

its impact on food and agriculture. Moreover, we recognise the impact that the 

pandemic has had on women, including in the agriculture industry, and the need 

for women to be empowered to lead in economic recovery efforts, given the critical 

role women play in agricultural production and food security. 

 

4. We recognise the economic impact that the pandemic has had, particularly on 

vulnerable groups, and the need to support them in food production and access to 

help ensure food security for all across APEC economies. We appreciate the work 

undertaken by different food relief organisations, specifically the World Food 

Programme which received the Nobel Prize in 2020 for its work on behalf of food 

security and to combat hunger. 

 

5. We note that the COVID-19 pandemic has drawn our attention to how disruptions 

in trade and supply chains can cause food shortages and its adverse effects on 

nutrition. Given the disruption to supply chains as well as a sudden change in 

consumer demand, economies need to strengthen solidarity and cooperation, and 

continue their efforts to help ensure global food systems remain open, innovative, 

reliable, resilient, accessible and sustainable. 

 

6. We reiterate the importance of APEC to collaborate with the United Nations, its 

specialied agencies and other relevant international and regional organisations, as 

well as relevant stakeholders in the timely and transparent implementation of 



        

practical, effective and science-based response measures consistent with World 

Trade Organization (WTO) commitments. We also recognise the importance of 

preventing future pandemics, by working across sectors to apply a One Health 

approach and develop science and risk-based guidelines based on international 

standards.  

 

7. We note the importance of the Ministers Responsible for Trade (MRT) COVID-19 

Statement and reaffirm our commitment to work to facilitate the flow of essential 

goods and services, including food and agricultural products and inputs across 

borders to minimise disruptions to global supply chains and food trade. Emergency 

measures related to food and agricultural products designed to respond to COVID-

19 should be targeted, proportionate, transparent, temporary, and not create 

unnecessary barriers to trade or disruption to global supply chains and be 

consistent with WTO rules. We stress the importance of international trade for 

global food security and recognise that measures inconsistent with international 

rules and standards may create non-tariff barriers, increase food price volatility and 

undermine food security at this critical time. We urge a continued focus on open 

and predictable trade in food and agriculture.  

 

8. We urge economies to focus efforts on meeting the needs of vulnerable groups 

and building resilience to be better prepared to respond to future pandemics and 

other shocks. We stress the importance of addressing disruptions to employment 

and income sources, particularly of vulnerable groups, whose food security is 

severely affected by the pandemic.  

 

9. We commit to continue supporting a swift economic recovery during the 

unprecedented challenges, which is in line with the APEC 2020 theme, “Optimising 

Human Potential Towards a Resilient Future of Shared Prosperity: Pivot. Prioritise. 

Progress”.  

 

10. We encourage information sharing and cooperation among economies and 

relevant APEC fora to help ensure that sufficient, safe, affordable, and nutritious 

food continues to be available and accessible to all people while reducing food 

loss and waste through all stages of the food supply chains. We look forward to 

the further exchange of views and collaboration with relevant stakeholders to 

address the adverse impacts of COVID-19.  

 

11. We acknowledge the critical role of the private sector in improving food security 

and commit to promoting public-private partnerships and investments towards 

greater resilience in the food systems. We take note of ABAC’s recommendations 



        

for a whole-of-system approach for food production, infrastructure, distribution, 

trade and regulation for sustainable food systems in the region.  

 

12. We recognise the growing significance of innovative technologies such as digital 

agriculture, smart farming and biotechnology in enhancing food security by 

matching producers with the need of consumers, increasing agricultural 

productivity, minimising food loss and waste, and enabling greater resilience in 

supply chains during times of disruption. To that end, we urge economies to make 

the necessary investments in capacity-building and effective regulatory measures 

based on international standards which would help them to realise full potential of 

those benefits.  

 

13. We are committed to further strengthening cooperation in relevant fields, especially 

the food standards and safety assurance connectivity to assure safety, enhance 

productivity, build capacity and reduce barriers to food trade. 

 

14. We take note of the APEC Food Security Roadmap Towards 2020, the APEC 

Action Plan for Reducing Food Loss and Waste, the APEC Food Security Business 

Plan, and the Action Plan to Enhance Connectivity of APEC Food Standards and 

Safety Assurance. We welcome the review work of the Roadmap undertaken by 

Malaysia and look forward to the development of a new Roadmap post-2020, 

charting the way forward for the regional food security agenda.  

 

15. We note the outcomes of the meetings of the Policy Partnership on Food Security, 

the Agricultural Technical Cooperation Working Group, the High Level Policy 

Dialogue on Agricultural Biotechnology, and the Ocean Fisheries Working Group, 

as well as the series of food security workshops, seminars and ongoing 

discussions.  

 

16. We thank Malaysia for leading and making the arrangements for the Virtual 

Ministerial Policy Dialogue on Food Security and related meetings, and look 

forward to progressing this important work during New Zealand’s host year in 2021. 



APEC食料安全保障閣僚級政策対話 

新型コロナウイルス感染症に関する共同声明（仮訳） 

 

１. 我々、APEC 食料安全保障担当大臣と政府高官は、2020 年 10 月 27 日に食料安全保

障に関する閣僚級政策対話のためにバーチャル形式にて会した。我々は、APEC ビジ

ネス諮問委員会（ABAC）及び民間セクター代表の参加を歓迎した。 

 

２. 我々は、新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）のパンデミック、また、そ

れによる地域のフード・サプライチェーン（食料供給網）を含む、生命、生計、食

料安全保障、農業、養殖業及び水産業への影響について深い哀悼の意と同情を表明

する。このパンデミックは、全ての人々の福祉及び安全を脅かしただけでなく、世

界経済、貿易及び産業を混乱させた。 

 

３. 我々は、農業者、漁業者、食料生産者及び消費者を含む全ての人々が、パンデミッ

クによって生じた生産段階、労働力、サプライチェーン、貿易及び市場における混

乱に対し、依然として脆弱であることを認識する。我々は、COVID-19 の感染拡大と

の闘いにおけるエコノミーによる現在進行中の取組並びに食料及び農業への影響を

認識する。さらに、我々は、農業に従事する女性を含めパンデミックが女性に与え

ている影響を認識し、農業生産及び食料安全保障において女性が果たす重要な役割

を踏まえ、経済回復の取組を主導するために女性をエンパワーする必要性も認識す

る。 

 

４. 我々は、パンデミックが特に脆弱な人々に与えた経済的な影響を認識し、APEC エコ

ノミー全体の食料安全保障の確保を助けるため、食料生産及びアクセスにおいて彼

らを支える必要性を認識する。我々は、様々な食料援助団体、特に食料安全保障及

び飢餓との闘いのための作業において 2020 年ノーベル賞を受賞した国連世界食糧

計画による取組を評価する。 

 

５. 我々は、COVID-19 のパンデミックにより、貿易とサプライチェーンの混乱が、いか

に食料不足と栄養に負の影響をもたらしうるかということに対し、我々の注意を引

いたことに留意する。サプライチェーンの混乱と急な消費者需要の変化を踏まえ、

エコノミーは、連帯及び協力を強化し、また、世界のフードシステムが引き続き開

かれ、革新的で、信頼性が高く、強じんで、アクセス可能かつ持続可能であること

を確保することを助ける取組を継続する必要がある。 

 



６. 我々は、APEC が、世界貿易機関（WTO）のコミットメントに沿った、実用的で効果

的かつ科学に基づく対応措置の時宜を得た透明性の高い実施において、国際連合と

その専門機関、その他の関連する国際及び地域機関、また、関連するステークホル

ダーと協力することの重要性を再確認する。我々はまた、ワンヘルスアプローチの

適用と国際基準に準拠した、科学とリスクに基づくガイドラインの策定に向け分野

間で取り組み、将来のパンデミックを予防することの重要性を認識する。 

 

７. 我々は、貿易担当大臣（MRT）による COVID-19 に関する声明の重要性を再確認し、

世界のサプライチェーン及び食料貿易の混乱を最小化するために、食料、農産品及

び資材を含む必要不可欠な物品及びサービスの国境を越える流れを促進するように

取り組むという我々のコミットメントを再確認する。COVID-19 に対処するための食

料及び農産品に関する緊急措置は、的を絞り、目的に照らし相応かつ透明性があり、

一時的なものであるべきであり、貿易に不必要な障壁又はグローバル・サプライチ

ェーンの混乱を生み出すべきでなく、かつ WTO ルールに整合的であるべきである。

我々は、世界の食料安全保障のための国際貿易の重要性を強調し、国際的ルール及

び基準に沿わない措置は、このような困難な時期に、非関税障壁を創出し、食料価

格のボラティリティ（変動性）を増加させ、食料安全保障を損なう可能性があると

いうことを認識する。我々は、引き続き、開かれ、予見可能な食料及び農業貿易に

焦点を当てることを求める。 

 

８. 我々は、脆弱なグループのニーズを満たし、将来のパンデミックやその他のショッ

クにより良く備えるための強じん性を構築するための取組に焦点を置くことをエコ

ノミーに求める。我々は、特にパンデミックにより食料安全保障に深刻な影響を受

けた脆弱なグループにおける、雇用及び収入源の混乱に対処することの重要性を強

調する。 

 

９. 我々は、引き続き、APEC2020 のテーマである「共有された繁栄の強じんな未来に向

けた、人間の潜在能力の最適化：方向修正・優先付け・進歩」に沿った、過去に例

を見ない課題の中での速やかな経済回復を支えることにコミットする。 

 

１０. 我々は、フード・サプライチェーンの全ての段階において食料の損失及び廃棄を

削減しつつ、十分で安全で安価かつ栄養のある食料が、全ての人々にとって入手可

能かつアクセス可能であり続けることの確保を助けるために、エコノミー及び関連

する APEC 会合間の情報共有及び協力を奨励する。我々は、COVID-19 による負の影

響に対処するために、関連するステークホルダーとの更なる意見交換や協力に期待

する。 



 

１１. 我々は、食料安全保障の向上における民間セクターの重要な役割を認識し、フー

ドシステムの強じん性強化に向けた官民協力及び投資の促進にコミットする。我々

は、地域の持続可能なフードシステムのための食料生産、インフラ、流通、貿易及

び規制に対するシステム全体のアプローチに向けた ABACの提言に留意する。 

 

１２. 我々は、生産者と消費者のニーズをマッチングし、農業の生産性を向上し、食料

の損失及び廃棄を最小限にし、混乱時におけるサプライチェーンの強じん性の強化

を可能にすることにより食料安全保障を強化する際、デジタル農業、スマート農業

及びバイオテクノロジーのような革新的な技術の重要性が高まっていることを認識

する。そのために、我々は、これらの利益の可能性を完全に実現することを助け得

るような能力構築及び国際基準に基づく効果的な規制措置へ必要な投資を行うこと

をエコノミーに求める。 

 

１３. 我々は、関連分野、特に安全を確保し、生産性を向上し、能力を構築し、食料貿

易の障壁を削減するための食品基準及び安全性保証連携における、更なる協力の強

化にコミットしている。 

 

１４. 我々は、2020 年に向けた APEC 食料安全保障ロードマップ、APEC 食品ロス・廃

棄削減計画、APEC 食料安全保障ビジネス・プラン及び APEC 食品基準と安全性の確

保の連結性を強化するための行動計画に留意する。我々は、マレーシアによるロー

ドマップのレビュー作業を歓迎し、地域の食料安全保障における課題の進路を示す

ポスト 2020年の新しいロードマップの策定に期待する。 

 

１５. 我々は、食料安全保障に関する政策パートナーシップ、農業技術協力作業部会、

農業バイオ技術ハイレベル政策対話及び海洋漁業作業部会の会合結果、また一連の

食料安全保障ワークショップ、セミナー、現在進行中の議論に留意する。 

 

１６. 我々は、バーチャル形式の食料安全保障閣僚級政策対話及び関連会合の開催につ

いてマレーシアに感謝し、2021 年のニュージーランド議長年においてもこの重要な

作業が進められることを期待する。 
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